
主催：東信地区陸上競技協会                                                      

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/23 ｵｰﾌﾟﾝ女子 漆原 衣咲(4) 16.25 高見沢 沙慧(4) 17.24 清水 俐沙(4) 18.73 石垣 美心(4) 18.94 上村 暖花(4) 18.96 髙橋 和(4) 20.77

１００ｍ 小学校･佐久A&AC 小学校･T&F佐久平 小学校･美南ｶﾞ丘小 小学校･T&F佐久平 小学校･南牧北小 小学校･ﾛﾃﾞｨｵ
05/23 小共通女子 牧内 愛華(6) 3,18.29 斉藤 芽衣(6) 3,18.40 濱 彩音(6) 3,23.97 内堀 果南(6) 3,24.47 西澤 望未(6) 3,25.88 下村 真由(6) 3,26.03 諸山 知奈津(6) 3,28.07 佐伯 三葉(6) 3,29.94

１０００ｍ 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 一般･真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･腰越JSC 佐久東小 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･佐久A&AC
05/23  +1.5 市村 彩美(6) 13.53 中嶋 愛佳(5) 14.61 砂原 里幸子(6) 15.75 山口 希歩(6) 16.88 新津 由茉(6) 18.64 碓氷 梨乃(6) 19.00 宮内 愛(5) 22.25

８０ｍＨ 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･小海小 小学校･小海小 小学校･小海小 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･坂の上小
05/23 柳澤 萌(6) 1.10 菊原詩穂(6) 1.05

走高跳 小学校･水明AC 小学校･南相木小
05/23 土屋 ほのか(6)4.37(+1.5) 栁沢 仁美(6) 3.75(+0.7) 上野 愛梨(6) 3.67(+1.3) 清水 風(6) 3.60(+2.0) 中原 杏樹(6) 3.24(+1.2) 土屋 遥菜(5) 3.13(+3.1) 関川 珠音(6) 3.08(+1.1) 小林 莉瑠(6) 3.06(+0.3)

走幅跳 小学校･軽井沢A&AC 立科小 小学校･望月AC 小学校･長小 小学校･南牧北小 小学校･小海小 小学校･さなだSC 小学校･中込小
05/23 佐藤 美羽(5) 40.77 岩月 陽菜乃(5) 32.23 小林 美菜子(6) 28.71 白石 優和(6) 22.73 菊池萌花(5) 20.85 田中 結月(5) 13.35

ﾎﾞｰﾙ投 小学校･坂の上小 小学校･平根小 中佐都小 小学校･水明AC 小学校･南相木小 北御牧小
05/23 小学女子 T&F佐久平     1,00.34 川上第二小     1,02.00 野沢小     1,03.05 小諸東小(B)     1,03.70 軽井沢中部小     1,05.36 田口小     1,07.11 小諸東小(A)     1,07.52

４×１００ｍＲ 高見沢 愛結(6) 伊藤 麻理乃(6) 伴野 未祐(6) 田中 美優莉(6) 工藤 采佳(6) 萩原 碧玖(5) 井出 千夏(5)
武藤 凛(6) 小原 環(6) 桜山 結花(6) 北村 陽向(6) 諸星 美璃(6) 岩下 瑠衣(5) 吉澤 歩希(5)
小林 恭子(6) 油井 まどか(6) 栁澤 ひとみ(6) 三好 瑠唯(6) 樋口 希々香(6) 井出 英恵(5) 関谷 有加(5)
川上 璃子(6) 油井 ちえり(6) 浜村 涼(6) 竹内 華月(6) 上原 愛彩(5) 上原 杏鈴(5) 甘利 未珠咲(5)

05/23 小6女子 松川 杏奈(6) 14.12 佐藤 千花(6) 14.40 荒井 利奈(6) 14.64 佐藤 史菜(6) 14.76 ツツミ ヒトミ(6 小学校･東御田中小 14.85 笹崎 絢莉(6) 15.03 細田 音衣(6) 15.12
１００ｍ 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･野沢小 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 柳沢 風花(6) 小学校･御代田南小 小学校･水明AC 小学校･上田JSC

05/23 小5女子 吉田 七海(5) 15.35 柏木 萌(5) 15.37 尾沼 光莉(5) 15.38 荻原 希乃愛(5) 15.45 上原 早葵(5) 15.51 青木 葉月(5) 15.70 鴨志田 栞(5) 15.72 渡邉 姫華(5) 15.77
１００ｍ 小学校･中込小 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･水明AC 小学校･軽井沢西部AC 小学校･東御田中小 小学校･御代田南小 小学校･軽井沢西部AC 小学校･御代田南小



決勝 5月23日 10:10

県小新              13.46
大会新              14.95

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.2

 1 吉田 七海(5) 小学校     15.35  1 尾沼 光莉(5) 小学校     15.38 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込小 ｵﾇﾏ ﾋｶﾘ 水明AC

 2 柏木 萌(5) 小学校     15.37  2 荻野 心音(5) 小学校     15.81 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｵｷﾞﾉ ｺｺﾈ 美南ｶﾞ丘小

 3 青木 葉月(5) 小学校     15.70  3 小宮山 麗夢(5) 小学校     16.08 
ｱｵｷ ﾊﾂﾞｷ 御代田南小 ｺﾐﾔﾏ ﾚﾑ 東御田中小

 4 角地 乃亜(5) 小学校     15.88  4 漆山 莉里花(5) 小学校     16.24 
ｶｸﾁ  ﾉｱ 浅科AC ｳﾙｼﾔﾏ ﾘﾘｶ 御代田南小

 5 山中 杏珠(5) 小学校     16.00  5 常田 真理乃(5)     16.44 
ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 川上第二小 ﾄｷﾀﾞ ﾏﾘﾉ 和小

 6 関口 あすか(5) 小学校     16.06  6 滝澤 奏菜(5) 小学校     16.57 
ｾｷｸﾞﾁ ｱｽｶ 坂の上小 ﾀｷｻﾞﾜ ｿﾅ 上田西小

 7 細田 怜奈(5) 小学校     16.21  7 田口 恋愛(5) 小学校     16.60 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御田中小 ﾀｸﾞﾁ ﾚｱ 川上第二小

 8 髙﨑 悠奈(5) 小学校     17.00  8 水澤 胡桃(5) 小学校     17.34 
ﾀｶｻｷ ﾕｳﾅ 軽井沢西部AC ﾐｽﾞｻﾜ ｸﾙﾐ 軽井沢西部AC

 9 鷹野 葵(5) 小学校     19.85  9 宮嶋 佑月(5) 小学校     18.17 
ﾀｶﾉ ｱｵｲ 御代田南小 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 中込小

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +0.9

 1 上原 早葵(5) 小学校     15.51  1 荻原 希乃愛(5) 小学校     15.45 
ｳｴﾊﾗ ｱｵｲ 東御田中小 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢西部AC

 2 鴨志田 栞(5) 小学校     15.72  2 渡邉 姫華(5) 小学校     15.77 
ｶﾓｼﾀﾞ ｼｵﾘ 軽井沢西部AC ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｶ 御代田南小

 3 小林 花(5) 小学校     16.05  3 緑川 美咲(5) 小学校     16.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 小諸東小 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐｻｷ 東御田中小

 4 望月 花佳(5) 小学校     16.12  4 中島 未也美(5) 小学校     16.71 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾅｶ 御代田南小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ 中込小

 5 西村 沙都(5)     16.97  5 三浦 茉舞(5) 小学校     17.12 
ﾆｼﾑﾗ ｻﾄ 中佐都小 ﾐｳﾗ  ﾏﾑ 浅科AC

 6 金澤 小晴(5) 小学校     17.00  6 内藤 愛絵(5) 小学校     17.30 
ｶﾅｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 中込小 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込小

 7 井出 野乃花(5) 小学校     17.07  7 田中 季菜(5) 小学校     17.62 
ｲﾃﾞ ﾉﾉｶ 小海小 ﾀﾅｶ ｷﾅ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 8 原 栞乃子(5) 小学校     17.58  8 佐藤 華蓮(5)     18.01 
ﾊﾗ  ｶﾉｺ 川上第一小 ｻﾄｳ ｶﾚﾝ 中佐都小

小5女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   138 1   114

5    74 7   183

3    50 5   155

6   133 8    48

4   127 2   219

7    76 9   101

8   154 3   129

1    43 4    40

9    53 6   139

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   156 6    35

4    36 7    56

2    94 3   158

7    57 8   142

6   146 9   135

9   140 4   143

5    81 5   110

8   122 2   144



   1 吉田 七海(5) 小学校 中込小     15.35 (+0.6)   1   1
   2 柏木 萌(5) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.37 (+0.6)   1   2
   3 尾沼 光莉(5) 小学校 水明AC     15.38 (+1.2)   2   1
   4 荻原 希乃愛(5) 小学校 軽井沢西部AC     15.45 (+0.9)   4   1
   5 上原 早葵(5) 小学校 東御田中小     15.51 (+1.3)   3   1
   6 青木 葉月(5) 小学校 御代田南小     15.70 (+0.6)   1   3
   7 鴨志田 栞(5) 小学校 軽井沢西部AC     15.72 (+1.3)   3   2
   8 渡邉 姫華(5) 小学校 御代田南小     15.77 (+0.9)   4   2
   9 荻野 心音(5) 小学校 美南ｶﾞ丘小     15.81 (+1.2)   2   2
  10 角地 乃亜(5) 小学校 浅科AC     15.88 (+0.6)   1   4
  11 山中 杏珠(5) 小学校 川上第二小     16.00 (+0.6)   1   5
  12 小林 花(5) 小学校 小諸東小     16.05 (+1.3)   3   3
  13 関口 あすか(5) 小学校 坂の上小     16.06 (+0.6)   1   6
  14 小宮山 麗夢(5) 小学校 東御田中小     16.08 (+1.2)   2   3
  15 望月 花佳(5) 小学校 御代田南小     16.12 (+1.3)   3   4
  16 細田 怜奈(5) 小学校 東御田中小     16.21 (+0.6)   1   7
  17 漆山 莉里花(5) 小学校 御代田南小     16.24 (+1.2)   2   4
  18 常田 真理乃(5) 和小     16.44 (+1.2)   2   5
  19 緑川 美咲(5) 小学校 東御田中小     16.48 (+0.9)   4   3
  20 滝澤 奏菜(5) 小学校 上田西小     16.57 (+1.2)   2   6
  21 田口 恋愛(5) 小学校 川上第二小     16.60 (+1.2)   2   7
  22 中島 未也美(5) 小学校 中込小     16.71 (+0.9)   4   4
  23 西村 沙都(5) 中佐都小     16.97 (+1.3)   3   5
  24 金澤 小晴(5) 小学校 中込小     17.00 (+1.3)   3   6
  24 髙﨑 悠奈(5) 小学校 軽井沢西部AC     17.00 (+0.6)   1   8
  26 井出 野乃花(5) 小学校 小海小     17.07 (+1.3)   3   7
  27 三浦 茉舞(5) 小学校 浅科AC     17.12 (+0.9)   4   5
  28 内藤 愛絵(5) 小学校 中込小     17.30 (+0.9)   4   6
  29 水澤 胡桃(5) 小学校 軽井沢西部AC     17.34 (+1.2)   2   8
  30 原 栞乃子(5) 小学校 川上第一小     17.58 (+1.3)   3   8
  31 田中 季菜(5) 小学校 真田ﾏﾗｿﾝ教室     17.62 (+0.9)   4   7
  32 佐藤 華蓮(5) 中佐都小     18.01 (+0.9)   4   8
  33 宮嶋 佑月(5) 小学校 中込小     18.17 (+1.2)   2   9
  34 鷹野 葵(5) 小学校 御代田南小     19.85 (+0.6)   1   9

小5女子

１００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  138
   74
  114
   35
  156
   50
   36
   56
  183
  133
  127
   94
   76
  155
   57
  154
   48
  219
  158
  101
  129
  142
  146
  140
   43
   81

  139
   53

  135
  143
   40
  122
  110
  144



決勝 5月23日 10:55

県小新              13.06
大会新              14.33

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +2.1

 1 松川 杏奈(6) 小学校     14.12  1 荒井 利奈(6) 小学校     14.64 
ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 軽井沢A&AC ｱﾗｲ ﾘﾅ 野沢小

 2 佐藤 史菜(6) 小学校     14.76  2 細田 音衣(6) 小学校     15.12 
ｻﾄｳ ﾌﾐﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田JSC

 3 柳沢 風花(6) 小学校     14.85  3 田中 咲(6) 小学校     15.35 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田南小 ﾀﾅｶ ｻｷ 城下小

 4 笹崎 絢莉(6) 小学校     15.03  4 小林 佳奈(6) 小学校     15.49 
ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 水明AC ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 御代田南小

 5 髙山 碧海(6) 小学校     15.89  5 西澤 早紀(6) 一般     15.50 
ﾀｶﾔﾏ ｱｵﾐ 軽井沢西部AC ﾆｼｻﾞﾜ  ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 渡辺 香凜(6) 小学校     16.08  6 篠﨑 寧音(6) 小学校     15.81 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 御代田南小 ｼﾉｻﾞｷ ﾈﾈ 軽井沢西部AC

 7 井出 彩水(6) 小学校     16.38  7 斉藤 結花(6) 小学校     15.97 
ｲﾃﾞ  ｱﾔﾐ 南牧北小 ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田西小

 8 中村 みなこ(6) 小学校     16.73  8 土橋 美月(6) 小学校     16.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ 東御田中小 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾂﾞｷ 小海小

 9 大久保 華琳(6) 小学校     16.74 
ｵｵｸﾎﾞ  ｶﾘﾝ 坂の上小

[ 3組] 風速 +0.6

 1 佐藤 千花(6) 小学校     14.40 
ｻﾄｳ ﾁｶ 軽井沢A&AC

 2 ツツミ ヒトミ(6)小学校     14.85 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 東御田中小

 3 泰井 柊香(6) 小学校     15.19 
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 御代田南小

 4 清水 奈都紀(6) 小学校     15.51 
ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC

 5 藤松 あい(6) 小学校     15.60 
ﾌｼﾞﾏﾂ ｱｲ 坂の上小

 6 高見澤 萌愛(6) 小学校     15.78 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾓｴ 川上第一小

 7 菊池 愛理(6) 小学校     16.30 
ｷｸﾁ ｱｲﾘ 南牧北小

 8 竹中 さくら(6) 小学校     16.81 
ﾀｹﾅｶ ｻｸﾗ 御代田南小

小6女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    31 6   209

大会新
8    72 5    99

1    58 2   102

7   112 8    49

2    42 4   103

5    55 3    37

3   171 9   100

9   157 7    86

4    79

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    27

9   153

8    52

4   196

3    80

5   123

7   174

6    54



   1 松川 杏奈(6) 小学校 軽井沢A&AC     14.12 (+1.7) 大会新   1   1
   2 佐藤 千花(6) 小学校 軽井沢A&AC     14.40 (+0.6)   3   1
   3 荒井 利奈(6) 小学校 野沢小     14.64 (+2.1)   2   1
   4 佐藤 史菜(6) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.76 (+1.7)   1   2
   5 ツツミ ヒトミ(6) 小学校 東御田中小     14.85 (+0.6)   3   2
   5 柳沢 風花(6) 小学校 御代田南小     14.85 (+1.7)   1   3
   7 笹崎 絢莉(6) 小学校 水明AC     15.03 (+1.7)   1   4
   8 細田 音衣(6) 小学校 上田JSC     15.12 (+2.1)   2   2
   9 泰井 柊香(6) 小学校 御代田南小     15.19 (+0.6)   3   3
  10 田中 咲(6) 小学校 城下小     15.35 (+2.1)   2   3
  11 小林 佳奈(6) 小学校 御代田南小     15.49 (+2.1)   2   4
  12 西澤 早紀(6) 一般 真田ｸﾗﾌﾞ     15.50 (+2.1)   2   5
  13 清水 奈都紀(6) 小学校 望月AC     15.51 (+0.6)   3   4
  14 藤松 あい(6) 小学校 坂の上小     15.60 (+0.6)   3   5
  15 高見澤 萌愛(6) 小学校 川上第一小     15.78 (+0.6)   3   6
  16 篠﨑 寧音(6) 小学校 軽井沢西部AC     15.81 (+2.1)   2   6
  17 髙山 碧海(6) 小学校 軽井沢西部AC     15.89 (+1.7)   1   5
  18 斉藤 結花(6) 小学校 上田西小     15.97 (+2.1)   2   7
  19 渡辺 香凜(6) 小学校 御代田南小     16.08 (+1.7)   1   6
  20 土橋 美月(6) 小学校 小海小     16.20 (+2.1)   2   8
  21 菊池 愛理(6) 小学校 南牧北小     16.30 (+0.6)   3   7
  22 井出 彩水(6) 小学校 南牧北小     16.38 (+1.7)   1   7
  23 中村 みなこ(6) 小学校 東御田中小     16.73 (+1.7)   1   8
  24 大久保 華琳(6) 小学校 坂の上小     16.74 (+1.7)   1   9
  25 竹中 さくら(6) 小学校 御代田南小     16.81 (+0.6)   3   8

小6女子

１００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   31
   27
  209
   72
  153
   58
  112
   99
   52
  102
   49
  103
  196
   80
  123

  171
  157
   79
   54

   37
   42
  100
   55
   86
  174



決勝 5月23日  9:40

県小新              12.70
大会新              14.07

風速 +1.5

 1 市村 彩美(6) 小学校     13.53 
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC

 2 中嶋 愛佳(5) 小学校     14.61 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 3 砂原 里幸子(6) 小学校     15.75 
ｽﾅﾊﾗ ﾘｻｺ 小海小

 4 山口 希歩(6) 小学校     16.88 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ 小海小

 5 新津 由茉(6) 小学校     18.64 
ﾆｲﾂ ﾕﾏ 小海小

 6 碓氷 梨乃(6) 小学校     19.00 
ｳｽｲ ﾘﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 宮内 愛(5) 小学校     22.25 
ﾐﾔｳﾁ ﾏﾅ 坂の上小
油井 楓(5) 小学校
ﾕｲ  ｶｴﾃﾞ 川上第一小

小共通女子

８０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    30

7    32

8    82

6    83

4    84

2    71

5    77

3   125
欠場



決勝 5月23日 11:55

県小新            3,03.46
大会新            3,09.60

 1 牧内 愛華(6) 小学校   3,18.29 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 腰越JSC

 2 斉藤 芽衣(6) 小学校   3,18.40 
ｻｲﾄｳ ﾒｲ 腰越JSC

 3 濱 彩音(6) 一般   3,23.97 
ﾊﾏ  ｱﾔﾈ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 内堀 果南(6) 小学校   3,24.47 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ 腰越JSC

 5 西澤 望未(6)   3,25.88 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 佐久東小

 6 下村 真由(6) 小学校   3,26.03 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 腰越JSC

 7 諸山 知奈津(6) 小学校   3,28.07 
ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 腰越JSC

 8 佐伯 三葉(6) 小学校   3,29.94 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 佐久A&AC

 9 渡辺 美祐(6) 小学校   3,32.39 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

10 久保田 詩乃(6) 小学校   3,37.49 
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 腰越JSC

11 林 真由(5) 一般   3,42.62 
ﾊﾔｼ  ﾏﾕ 真田ｸﾗﾌﾞ

12 菊池 こころ(6) 小学校   3,43.03 
ｷｸﾁ ｺｺﾛ 南牧北小

13 内藤 真子(6) 小学校   3,43.11 
ﾅｲﾄｳ ﾏｺ 軽井沢西部AC

14 牧野 心(5) 小学校   3,44.14 
ﾏｷﾉ ｺｺﾛ 岸野小

15 今井 菜々子(6)   3,45.53 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 立科小

16 船山 葵音(5) 一般   3,46.54 
ﾌﾅﾔﾏ  ｱｵﾈ 真田ｸﾗﾌﾞ

17 小宮山 茜(6)   3,46.63 
ｺﾐﾔﾏ ｱｶﾈ 北御牧小

18 鈴木 菜生(5) 一般   3,48.88 
ｽｽﾞｷ  ﾅｵ 真田ｸﾗﾌﾞ

19 菊池 美羽(6) 小学校   3,52.03 
ｷｸﾁ ﾐﾊﾈ 南牧北小

20 相馬 伽音(5) 小学校   3,52.10 
ｿｳﾏ ｶﾉﾝ 和田小

21 篠原 可奈(5) 小学校   3,56.43 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾅ 青沼小

22 浅沼 花歩(5) 小学校   3,57.80 
ｱｻﾇﾏ ｶﾎ 御代田南小

23 横森 晴奈(6) 小学校   4,00.69 
ﾖｺﾓﾘ  ﾊﾙﾅ 川上第一小

24 畠山 雪菜(5) 小学校   4,01.32 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｷﾅ 小海小

25 鈴木 天音(5)   4,05.64 
ｽｽﾞｷ  ｱﾏﾈ 中佐都小

26 市川 鈴子(6) 小学校   4,05.89 
ｲﾁｶﾜ ｽｽﾞｺ 南牧南小

27 依田 凜夏(5) 小学校   4,18.70 
ﾖﾀﾞ ﾘﾝｶ ﾛﾃﾞｨｵ

28 池谷 莉奈(5) 小学校   4,26.69 
ｲｹﾀﾆ ﾘﾅ 美南ｶﾞ丘小

29 新海 多恵(5) 小学校   4,38.74 
ｼﾝｶｲ  ﾀｴ 川上第一小

30 髙見澤 咲々(6) 小学校   5,04.94 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｻｻ 南牧北小

31 半田 佳怜(5) 小学校   5,37.34 
ﾊﾝﾀﾞ ｶﾚﾝ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

1212   111  111

1616   180  180

2121   124  124

1919   186  186

99    12   12

2424   167  167

1414   147  147

2020    87   87

2727   121  121

44    51   51

11   116  116

2929   220  220

33   176  176

2222   106  106

1818   201  201

1313   104  104

1010   217  217

3030    24   24

2626    41   41

77   173  173

55   105  105

1515    62   62

1111    73   73

88    67   67

22    63   63

1717    61   61

2323    75   75

66    65   65

2828   107  107

3131    64   64

2525    66   66
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 No.No.

小共通女子
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決勝決勝決勝



決勝 5月23日  9:30

県小新               1.35
大会新               1.30

柳澤 萌(6) 小学校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 水明AC
菊原詩穂(6) 小学校
ｷｸﾊﾗ ｼﾎ 南相木小

小共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 記録 備考
1 1   115

O O O O XO XXX  1.10

2 2   162
O O O XO XXX  1.05



決勝 5月23日 12:00

県小新               4.75
大会新               4.26

土屋 ほのか(6) 小学校   4.35   4.37    X    4.37 大会新
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC   +1.6   +1.5    +1.5
栁沢 仁美(6)   3.69   3.54   3.75    3.75 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ 立科小   +1.2   +1.0   +0.7    +0.7
上野 愛梨(6) 小学校   3.67   3.54   3.53    3.67 
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC   +1.3   +1.1   +2.2    +1.3
清水 風(6) 小学校   3.60   3.04   3.46    3.60 
ｼﾐｽﾞ  ｳﾀ 長小   +2.0   +1.8   +2.7    +2.0
中原 杏樹(6) 小学校   3.23   3.24   3.19    3.24 
ﾅｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 南牧北小   +3.3   +1.2   +0.5    +1.2
土屋 遥菜(5) 小学校   3.05   3.00   3.13    3.13 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ 小海小   +2.1    0.0   +3.1    +3.1
関川 珠音(6) 小学校   3.01    X   3.08    3.08 
ｾｷｶﾜ  ﾀﾏﾈ さなだSC   +2.7   +1.1    +1.1
小林 莉瑠(6) 小学校    X   3.06    X    3.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾙ 中込小   +0.3    +0.3
小林 優芽乃(5) 小学校   2.92   3.02   2.82    3.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 軽井沢西部AC   +0.9   +1.0   +0.6    +1.0

小共通女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 9    33

-5-

2 2   218

3 7   195

4 8   148

5 3   179

6 5    85

9 1    39

7 4    11

8 6   141



決勝 5月23日 11:30

県小新              61.63
大会新              58.72

佐藤 美羽(5) 小学校
ｻﾄｳ ﾐｳ 坂の上小
岩月 陽菜乃(5) 小学校
ｲﾜﾂｷ ﾋﾅﾉ 平根小
小林 美菜子(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 中佐都小
白石 優和(6) 小学校
ｼﾗｲｼ ﾕｳﾅ 水明AC
菊池萌花(5) 小学校
ｷｸﾁ ﾓｴｶ 南相木小
田中 結月(5)
ﾀﾅｶ ﾕﾂﾞｷ 北御牧小

小共通女子

ﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 6    78

 40.77 

2 1   189
 32.23 

3 3   145
 28.71 

4 2   113
 22.73 

5 5   163

6 4   203
 13.35 

 20.85 



決勝 5月23日 12:20

県小新              53.27
大会新              56.3
大会新              57.96

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 T&F佐久平     1 高見沢 愛結(6)   1,00.34 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｱﾕ
   10 武藤 凛(6)

ﾑﾄｳ  ﾘﾝ
    4 小林 恭子(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｷｮｳｺ
    6 川上 璃子(6)

ｶﾜｶﾐ  ﾘｺ
 2   4 川上第二小   126 伊藤 麻理乃(6)   1,02.00 

ｶﾜｶﾐﾀﾞｲﾆｼｮｳ ｲﾄｳ ﾏﾘﾉ
  128 小原 環(6)

ｺﾊﾗ ﾀﾏｷ
  131 油井 まどか(6)

ﾕｲ ﾏﾄﾞｶ
  130 油井 ちえり(6)

ﾕｲ ﾁｴﾘ
 3   7 野沢小   212 伴野 未祐(6)   1,03.05 

ﾉｻﾞﾜｼｮｳ ﾄﾓﾉ ﾐﾕｳ
  210 桜山 結花(6)

ｻｸﾗﾔﾏ ﾕｲｶ
  216 栁澤 ひとみ(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ
  213 浜村 涼(6)

ﾊﾏﾑﾗ ﾘｮｳ
 4   6 小諸東小(B)    96 田中 美優莉(6)   1,03.70 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼB ﾀﾅｶ ﾐﾕﾘ
   97 北村 陽向(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ
   92 三好 瑠唯(6)

ﾐﾖｼ ﾙｲ
   95 竹内 華月(6)

ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾞｷ
 5   3 軽井沢中部小    44 工藤 采佳(6)   1,05.36 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞ ｸﾄﾞｳ ｱﾔｶ
   45 諸星 美璃(6)

ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ
   47 樋口 希々香(6)

ﾋｸﾞﾁ ﾉﾉｶ
   46 上原 愛彩(5)

ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ
 6   8 田口小   152 萩原 碧玖(5)   1,07.11 

ﾀｸﾞﾁｼｮｳ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｸ
  150 岩下 瑠衣(5)

ｲﾜｼﾀ ﾙｲ
  149 井出 英恵(5)

ｲﾃﾞ ﾊﾅｴ
  151 上原 杏鈴(5)

ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞ
 7   2 小諸東小(A)    88 井出 千夏(5)   1,07.52 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼA ｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ
   91 吉澤 歩希(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾏﾚ
   90 関谷 有加(5)

ｾｷﾔ ﾕｳｶ
   89 甘利 未珠咲(5)

ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ

小学女子

４×１００ｍＲ

決勝
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